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天神橋筋六丁目北東出入口 北区 国分寺２丁目 40.50 ―
芝田町排気口 北区 芝田１丁目 164.23 357.61
梅田仮泊所 北区 小深町 ― 551.57
天神橋筋六丁目南東出入口 北区 菅栄町 95.11 ―
鳴尾町曲線部隧道用地 北区 西天満１丁目 95.61 ―
鳴尾町排気口 北区 西天満１丁目 129.32 ―
曽根崎変電所 北区 西天満２丁目 1,096.74 2,192.40
曾根崎排気口 北区 曾根崎１丁目 48.25 ―
梅田北淀屋橋南隧道用地 北区 曾根崎２丁目 1,864.42 ― ※2
梅田新道曲線部隧道用地 北区 曾根崎２丁目 29.71 ― ※3
中津北西出入口 北区 中津１丁目 150.47 ―
中津車庫 北区 中津６丁目 7,694.54 4,435.40
中之島排気口 北区 中之島６丁目 115.93 ―
もと南森町仮泊所 北区 天神橋２丁目 246.04 ―
南森町北東出入口 北区 天神橋２丁目 105.78 ―
天六吸気口 北区 天神橋６丁目 42.17 ―
天六三線部随道用地 北区 天神橋７丁目 487.91 ―
天六乗務所 北区 天神橋７丁目 422.98 1,714.08
堂島排気口 北区 堂島浜２丁目 19.90 ―
南森町北西出入口 北区 南森町２丁目 115.29 ―
南森町吸気口仮泊所 北区 南森町２丁目 273.60 ―
西梅田空調設備室 北区 梅田１丁目 13.05 ―
浮田町排気口 北区 浮田２丁目 57.45 ―
中津南東出入口 北区 豊崎３丁目 69.72 ―
中津北東出入口 北区 豊崎５丁目 148.06 ―
中津変電所 北区 豊崎６丁目 2,150.15
中津技術事務所 北区 豊崎６丁目 1,769.27
中津南方曲線部隧道用地 北区 豊崎７丁目 400.10 ― ※5
天神橋筋六丁目北西出入口 北区 本庄東１丁目 48.66 ―
都島橋排気口 都島区 中野町５丁目 27.33 ―
都島北西出入口 都島区 都島本通１丁目 123.75 ―
都島排気口用地 都島区 都島本通３丁目 73.02 ― ※29
野江内代西出入口 都島区 内代町１丁目 136.43 ―
野江内代南吸排気口 都島区 内代町１丁目 31.30 ―
片町隧道用地 都島区 片町２丁目 325.35 ―
海老江用地 福島区 海老江１丁目 604.50 35 ― ※24
野田阪神吸気口 福島区 海老江２丁目 198.91 ―
吉野用地 福島区 吉野３丁目　外 276.14 43 ― ※12,26,33
玉川町吸気口 福島区 野田３丁目 118.61 ―
野田用地 福島区 野田３丁目 198.69 1519 ― ※23
西九条用地 此花区 西九条３丁目 74.27 ― ※28
逆川用地 此花区 西九条３丁目 9.64 ― ※40
酉島車庫 此花区 酉島４丁目 13,068.10 4,117.73
もと酉島自動車車両工場 此花区 酉島４丁目 4,584.99 5,797.88
松屋町ＭＴビル 中央区 安堂寺町２丁目 136.48 724.80
天満橋南東出入口 中央区 谷町１丁目 75.30 ―
谷六南東出入口 中央区 谷町６丁目 140.72 ―
谷六吸気口 中央区 谷町６丁目 49.07 ―
谷八排気口 中央区 谷町８丁目 43.40 ―
谷九変電所 中央区 谷町９丁目 932.53 1,515.27
谷九吸気口 中央区 谷町９丁目 172.59 ―
長堀橋南西出入口 中央区 東心斎橋１丁目 67.89 ―
長堀橋中央西出入口 中央区 東心斎橋１丁目 101.54 ―
長堀橋変電所 中央区 南船場１丁目 550.54 1,056.01
心斎橋変電所 中央区 南船場３丁目 102.41 985.65
心斎橋用地 中央区 南船場３丁目 1,333.99 ―
難波西操車場 中央区 難波４丁目 293.17 41.40
日本橋東北出入口・吸気口 中央区 日本橋１丁目 67.30 ―
備後町排気口 中央区 備後町１丁目 88.05 ―
谷町四丁目エレベ－タ－ 中央区 法円坂２丁目 52.91 ―
信濃橋変電所 西区 立売堀１丁目 530.31 930.11
境川ＭＴビル 西区 境川１丁目 992.93 321.60 ※32（一部）
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本局庁舎 西区 九条南１丁目 5,236.11 34,776.44
九条用地 西区 九条南１丁目 4,600.49 ― ※17
境川用地 西区 九条南１丁目 14,036.58 ―
九条ＭＴビル 西区 九条南２丁目 619.80 2,621.38
阿波座北西出入口 西区 江之子島１丁目 116.82 ―
ホワイトドームプラザ 西区 新町１丁目 802.41 7,584.70
新町排気口 西区 新町３丁目 155.47 ―
西長堀北西出入口換気口 西区 新町４丁目 219.48 ―
阿波座総合事務所 西区 西本町３丁目 860.61 6,438.39
阿波座用地 西区 西本町３丁目 176.27 ―
岩崎橋用地 西区 千代崎３丁目 443.87 ― ※36
堀江用地 西区 南堀江１丁目 1,286.47 ―
堀江排気口 西区 南堀江４丁目 165.52 ―
四ツ橋中央西出入口 西区 北堀江１丁目 80.52 ―
西大橋南東出入口 西区 北堀江１丁目 89.78 ―
四つ橋ＭＴ長谷ビル 西区 北堀江１丁目 120.00 730.12
西長堀吸気口 西区 北堀江４丁目 83.47 ―
西長堀南西出入口 西区 北堀江４丁目 85.28 ―
信濃橋排気口 西区 立売堀１丁目 229.45 ―
阿波座北東出入口 西区 靱本町３丁目 136.75 ―
もと朝潮橋バス転回地 港区 夕凪２丁目 453.49 ―
弁天町変電所 港区 磯路１丁目 ― 945.85
天保山操車場 港区 海岸通１丁目 2,011.96 743.54
弁天町東出入口 港区 市岡元町３丁目 568.18 ―
朝潮橋北東出入口 港区 田中３丁目 190.39 ―
もと港車庫 港区 福崎３丁目 14,804.59 3,967.69
弁天町西出入口 港区 弁天１丁目 111.94 ―
もと弁天町バスターミナル 港区 弁天１丁目 625.45 1,208.24
朝潮橋南東出入口 港区 夕凪２丁目 197.15 ―
朝潮橋南西出入口 港区 夕凪２丁目 604.98 ―
朝潮橋変電所 港区 夕凪２丁目 1,808.32 515.66
もと朝潮橋職員公舎 港区 夕凪２丁目 1,862.19 4,983.06
大正南換気口 大正区 三軒家東１丁目 58.04 ―
西船町操車場 大正区 船町２丁目 ― 0.00
鶴浜車庫用地 大正区 鶴町２丁目 19,374.27 969 ― ※19
鶴町車庫 大正区 鶴町４丁目 9,250.53 3,412.74
鶴橋変電所 天王寺区 味原町 841.54 639.16
天西排気口 天王寺区 逢阪２丁目 135.23 ―
鶴橋南東出入口 天王寺区 下味原町 59.50 ―
玉造南西出入口 天王寺区 玉造本町 89.03 ―
鶴橋北東出入口 天王寺区 舟橋町 119.59 ―
もと上六操車場 天王寺区 上本町６丁目 1,481.57 117.26
生玉排気口 天王寺区 生玉寺町 170.28 ―
阿倍野橋北詰用地 天王寺区 茶臼山町 96.78 ―
阿倍野北操車場 天王寺区 悲田院町 2,096.50 94.85
鶴橋南西出入口 天王寺区 味原町 84.32 ―
四天王寺前北西出入口 天王寺区 夕陽丘町 192.52 ―
四天王寺前南西出入口 天王寺区 夕陽丘町 170.58 ―
四天王寺前北東出入口吸気口 天王寺区 六万体町 112.64 ―
四天王寺前南東出入口 天王寺区 六万体町 145.09 ―
霞町排気口 浪速区 恵美須東２丁目 100.62 ―
恵美須東用地 浪速区 恵美須東３丁目 1,369.88 1795～1797 ― ※22,34
動物園前技術事務所 浪速区 恵美須東３丁目 6,970.28
天王寺変電所 浪速区 恵美須東３丁目 1,593.94
難波元町排気口 浪速区 元町２丁目 134.28 ―
桜川変電所 浪速区 幸町２丁目 718.19 1,039.80
もと幸町操車場 浪速区 幸町２丁目 116.83 292.93
幸町用地 浪速区 幸町２丁目 2,061.49 ―
桜川東北出入口 浪速区 幸町２丁目 390.26 ―
桜川東南出入口 浪速区 桜川２丁目 142.97 ―
戎本町隧道用地 浪速区 戎本町２丁目 217.38 ―
難波元町南東出入口 浪速区 難波中１丁目 49.33 ―
恵美須町ＭＴビル 浪速区 日本橋５丁目 159.00 974.59
恵美須町北東出入口 浪速区 日本橋５丁目 72.72 ―
恵美須町中央東出入口 浪速区 日本橋５丁目 46.83 ―

2,101.02
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大国町変電所 浪速区 敷津西２丁目 681.47 1,798.71
大国町総合事務所 浪速区 敷津東１丁目 2,061.68 5,801.83
大国町隧道用地 浪速区 敷津東２丁目 1,271.66 ― ※4
木津用地 浪速区 敷津東３丁目 4,622.47 ― ※16
もと歌島橋バスターミナル 西淀川区 御幣島２丁目 1,791.83 1,653.81
新大阪用地 淀川区 宮原１丁目 828.37 ― ※9
榎木橋バス転回地 淀川区 十八条２丁目 1,185.09 ―
南方変電所 淀川区 西中島２丁目 1,238.04 673.79
東三国変電所 淀川区 東三国３丁目 564.17 626.90
井高野車庫 東淀川区 井高野４丁目 12,790.08 3,156.90
瑞光４丁目西出入口用地 東淀川区 瑞光３丁目 333.24 ―
瑞光四丁目西用地 東淀川区 瑞光３丁目 102.99 ―
瑞光四丁目南東換気口用地 東淀川区 瑞光４丁目 9.84 ―
だいどう豊里東用地 東淀川区 大桐１丁目 181.52 909 ― ※15
だいどう豊里東出入口用地 東淀川区 大桐１丁目 315.10 ―
だいどう豊里西出入口用地 東淀川区 豊里７丁目 432.43 ―
井高野北西換気口用地 東淀川区 北江口３丁目 47.63 ―
大成通排気口 東成区 玉津３丁目 138.44 ―
深江橋変電所 東成区 深江北１丁目 338.32 1,092.46
新深江西北出入口 東成区 神路４丁目 295.09 ―
新深江北東出入口 東成区 神路４丁目 74.97 ―
今里東出入口用地 東成区 大今里３丁目 106.39 ―
片江排気口 東成区 大今里４丁目 57.88 ―
今里西出入口用地 東成区 大今里西１丁目 214.71 ―
今里南西出入口 東成区 大今里西３丁目 24.31 ―
高速今里事務所 東成区 大今里西３丁目 1,575.00 ※1（共有）
今里乗務所 東成区 大今里西３丁目 2,060.94 ※1（共有）
もと東成車庫 東成区 大今里西４丁目 7,096.43 ―
今里吸気口 東成区 大今里南１丁目 69.81 ―
今里南東出入口 東成区 大今里南１丁目 149.17 ―
新深江変電所 東成区 大今里南５丁目 504.95 535.39
大今里南排気口 東成区 大今里南６丁目 106.14 ―
緑橋西換気口用地 東成区 中本１丁目 105.92 ―
緑橋北東出入口 東成区 東中本１丁目 242.70 ―
もと中川職員公舎 生野区 中川2丁目 5,312.48 996-1,996-2 1,720.96 ※13,21
小路北西出入口 生野区 小路１丁目 172.52 ―
小路南西出入口 生野区 小路２丁目 146.34 ―
南巽北西出入口 生野区 巽中４丁目 47.48 ―
巽東排気口 生野区 巽東２丁目 148.45 ―
南巽北東出入口 生野区 巽東２丁目 46.86 ―
南巽南西出入口・吸気口 生野区 巽南３丁目 48.35 ―
巽北排気口 生野区 巽北３丁目 105.85 ―
北巽バスターミナル 生野区 巽北４丁目 116.89 31.97
関目南吸排気口 旭区 高殿４丁目 133.41 ―
関目北吸排気口 旭区 高殿７丁目 65.79 ―
太子橋今市南東出入口吸排気口 旭区 今市２丁目 401.24 ―
清水南換気口用地 旭区 新森７丁目 83.42 ―
千林大宮南東出入口 旭区 森小路２丁目 220.76 ―
清水乗務所 旭区 清水３丁目 ― 1,967.26
清水西出入口用地 旭区 清水３丁目 698.33 ―
清水東出入口用地 旭区 清水４丁目 275.62 ―
千林大宮北東出入口 旭区 千林２丁目 83.33 ―
太子橋今市南西出入口 旭区 太子橋１丁目 228.44 ―
千林大宮南西出入口吸排気口 旭区 大宮２丁目 171.90 ―
千林大宮北吸排気口 旭区 大宮３丁目 159.18 ―
千林大宮北西出入口 旭区 大宮３丁目 87.26 ―
古市用地 城東区 関目２丁目 2,168.09 ― ※18
もと古市車庫用地 城東区 関目２丁目 1,834.13 1239 ※20
新森古市南用地 城東区 古市３丁目 192.64 919 ― ※14
蒲生四丁目東用地 城東区 今福西３丁目 74.05 ― ※7
蒲生四丁目ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ用地 城東区 今福西３丁目 45.00 ―
今福鶴見北西出入口 城東区 今福東２丁目 66.11 ―
今福大橋換気口 城東区 今福東２丁目 27.56 ―
鴨野避難施設用地 城東区 鴫野東１丁目 60.67 ―

5,169.57
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森之宮総合事務所 城東区 森之宮１丁目 3,461.75
森之宮技術事務所 城東区 森之宮１丁目 2,824.90
森之宮検車場 城東区 森之宮１丁目 9,704.95
森之宮管理事務所 城東区 森之宮１丁目 25,868.97
森之宮乗務所 城東区 森之宮１丁目 2,646.12
森之宮変電所 城東区 森之宮１丁目 1,377.42
高速森之宮営繕区 城東区 森之宮１丁目 1,008.80
電気指令所 城東区 森之宮１丁目 3,373.30
深江橋東出入口 城東区 諏訪４丁目 74.97 ―
深江橋エレベ－タ－ 城東区 諏訪４丁目 82.00 ―
野江内代東出入口 城東区 野江４丁目 79.87 ―
野江内代北吸排気口 城東区 野江４丁目 62.56 ―
横堤南西出入口 鶴見区 横堤２丁目 27.35 ―
横堤換気口 鶴見区 横堤４丁目 51.91 ―
横堤用地 鶴見区 横堤５丁目 180.88 1814 ― ※11
横堤曲線部隧道用地 鶴見区 横堤５丁目 31.89 ―
鶴見乗務所 鶴見区 横堤５丁目 210.00 3,221.77
茨田諸口換気口 鶴見区 諸口６丁目 65.51 ―
鶴見検車場 鶴見区 浜１丁目 ― 18,312.04
鶴見技術事務所 鶴見区 浜１丁目 ― 3,847.67
第２鶴見検車場 鶴見区 緑３丁目 ― 1,711.83
天王寺西北出入口 阿倍野区 阿倍野筋１丁目 30.62 ―
昭和町変電所 阿倍野区 三明町２丁目 1,159.86 1,084.90
阿倍野東バス転回地 阿倍野区 松崎町１丁目 864.60 ―
松崎町用地 阿倍野区 松崎町１丁目 285.98 ― ※10
長居変電所 阿倍野区 西田辺町２丁目 1,190.43 1,290.48 ※8（一部）
長居用地 阿倍野区 西田辺町２丁目 96.00 ― ※27
住吉川西バス転回地 住之江区 柴谷2丁目 900.00 1817 ― ※38
住之江車庫 住之江区 新北島１丁目 2,559.55 6,098.01
住之江バスターミナル 住之江区 新北島１丁目 ― 1,400.06
住之江公園南西出入口 住之江区 新北島１丁目 345.91 ―
住之江第一用地 住之江区 新北島１丁目 5,145.44 ―
住之江公園南出入口 住之江区 新北島１丁目 137.47 ―
西加賀屋用地 住之江区 西加賀屋４丁目 4,836.14 ― ※35
加賀屋乗務所 住之江区 中加賀屋１丁目 557.63 1,593.16
南港検車場 住之江区 南港中６丁目 34,235.43 10,653.46
南港変電所 住之江区 南港東４丁目 ― 914.62
平林北出入口 住之江区 平林南１丁目 89.04 ―
平林ｴﾚﾍﾞ－ﾀ－用地 住之江区 平林南２丁目 46.56 ―
北加賀屋北東出入口 住之江区 北加賀屋１丁目 54.35 ―
緑木検車場 住之江区 緑木１丁目 10,763.19
中央倉庫(返納倉庫) 住之江区 緑木１丁目 3,163.97
調度課緑木倉庫 住之江区 緑木１丁目 2,559.25
緑木管理事務所 住之江区 緑木１丁目 24,660.99
我孫子変電所・乗務所 住吉区 我孫子東２丁目 898.84 1,677.04
もと我孫子乗務所建物 住吉区 我孫子東２丁目 456.75 667.21
我孫子西南出入口 住吉区 我孫子東３丁目 34.01 ―
我孫子排気口 住吉区 苅田２丁目 128.09 ―
我孫子用地 住吉区 浅香１丁目 20,153.08 ― ※30
長居技術事務所 住吉区 長居１丁目 16,293.73 8,419.94
住吉車庫 住吉区 万代東３丁目 7,490.48 2,517.28
杭全町バス転回地 東住吉区 杭全１丁目 595.96 ―
駒川変電所 東住吉区 中野２丁目 863.10 1,103.69
八尾南線路部 平野区 長吉川辺３丁目 9,267.70 ―
八尾南停留場 平野区 長吉川辺３丁目 4,721.72 ―
喜連瓜破南東出入口 平野区 瓜破２丁目 122.78 ―
喜連瓜破南西出入口 平野区 瓜破２丁目 43.32 ―
高野大橋バス転回地 平野区 瓜破６丁目 179.07 ―
出戸停留場 平野区 瓜破東２丁目 1,191.78 ―
瓜破排気口 平野区 瓜破東２丁目 77.37 ―
加美神明東住宅前バス転回地 平野区 加美東３丁目 877.25 ―
喜連瓜破北西出入口 平野区 喜連２丁目 113.28 ―
喜連瓜破北東出入口 平野区 喜連２丁目 123.48 ―
喜連曲線部隧道用地 平野区 喜連２丁目 185.27 ―
喜連用地 平野区 喜連２丁目 1,087.96 ― ※25（一部）

124,106.45

117,529.08



建物

実測面積
（㎡）

未利用地
番号

延床面積
（㎡）

財産名称
代表所在地

（区）
代表所在地
（町丁目）

土地

備　考

出戸バスターミナル 平野区 喜連東５丁目 5,342.20 541.47
川辺換気口 平野区 長吉川辺３丁目 500.90 ―
長原変電所 平野区 長吉長原東３丁目 1,198.46 1,323.46
長原停留場 平野区 長吉長原東２丁目 132.09 ―
もと長吉車庫 平野区 長吉長原東３丁目 3,860.40 ※37
もと長吉公舎 平野区 長吉長原東３丁目 903.06 ※37
長吉車庫出入道路拡張用地 平野区 長吉長原東３丁目 50.14 ― ※39
松通排気口 西成区 花園南１丁目 113.81 ―
西四条排気口 西成区 花園北１丁目 59.14 ―
大国町南関西本線南隧道用地 西成区 花園北１丁目/ 浪速区戎本町２丁目 外 658.25 ―
岸里変電所 西成区 岸里１丁目 732.13 1,220.68
玉出南西出入口 西成区 玉出西２丁目 476.89 ―
玉出北東出入口送風機室 西成区 玉出中２丁目 278.67 ―
山王町排気口 西成区 山王１丁目 71.46 ―
岸里用地 西成区 千本中１丁目 25.17 ― ※31
動物園前南東出入口 西成区 太子１丁目 104.61 ―
動物園前吸気口 西成区 太子１丁目 81.51 ―
岸里エレベーター 西成区 潮路１丁目 38.65 ―
花園町隧道用地 西成区 鶴見橋１丁目 186.12 ― ※6
今池換気口 西成区 天下茶屋北２丁目 371.43 ―
守口変電所 守口市 京阪本通１丁目 684.00 724.30
太子橋今市北西出入口用地 守口市 京阪本通１丁目 469.29 ―
太子橋今市北吸排気口 守口市 京阪本通１丁目 129.49 ―
守口車庫 守口市 京阪本通１丁目 12,904.46 2,489.08
守口北西出入口吸排気口 守口市 京阪本通２丁目 139.55 ―
大日検車場 守口市 大日町１丁目 9,470.28
大日乗務所 守口市 大日町１丁目 2,439.80
大日変電所 守口市 大日町１丁目 927.50
大日保線事務所 守口市 大日町１丁目 585.38
総合事務所用地 守口市 南寺方東通１丁目 1,027.79 ―
松屋用地 堺市堺区 松屋大和川通２丁 478.66 ―
新金岡南西出入口 堺市北区 新金岡町１丁目 70.40 ―
蔵前排気口 堺市北区 蔵前町 74.01 ―
中百舌鳥北吸排気口 堺市北区 長曽根町 105.26 ―
中百舌鳥体育施設 堺市北区 長曽根町 1,192.41
中百舌鳥検車場 堺市北区 長曽根町 18,071.48
中百舌鳥乗務所 堺市北区 長曽根町 4,562.87
中百舌鳥変電所 堺市北区 長曽根町 3,175.79
研修所 堺市北区 長曽根町 3,462.99
北花田南西出入口 堺市北区 北花田町１丁目 54.14 ―
北花田南東出入口吸排気口 堺市北区 北花田町２丁目 139.12 ―
東吹田検車場 吹田市 南正雀４丁目 40,818.14 12,422.52
高井田南西出入口 東大阪市 高井田中５丁目 90.77 ―
八尾南変電機器倉庫 八尾市 若林町１丁目 404.00
八尾検車場 八尾市 若林町１丁目 4,143.69
八尾事務所 八尾市 若林町１丁目 11,824.02
門真南東出入口・換気口 門真市 大字三ツ島 207.52 ―

　※備考欄の「※」は、平成30年4月1日付け一般会計への移管対象財産。
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